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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期第3四半期 26,929 6.9 1,419 128.6 1,616 92.7 1,002 91.2
24年3月期第3四半期 25,202 2.2 621 104.4 839 41.1 524 42.5

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 1,078百万円 （55.4％） 24年3月期第3四半期 694百万円 （54.4％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

25年3月期第3四半期 20.66 ―

24年3月期第3四半期 10.63 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 52,933 24,575 45.6
24年3月期 50,574 23,684 46.0

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  24,135百万円 24年3月期  23,247百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年3月期 ― 0.00 ― 3.50 3.50
25年3月期 ― 0.00 ―

25年3月期（予想） 4.50 4.50

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 36,000 5.6 1,600 78.8 1,750 49.0 1,100 88.8 22.67



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期
決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 51,377,432 株 24年3月期 51,377,432 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 2,862,312 株 24年3月期 2,858,737 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 48,516,789 株 24年3月期3Q 49,299,989 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1)  連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要を背景に、緩や

かな回復基調にありましたが、海外経済の減速感に加え、円高・デフレの長期化による影響が懸念

される等、先行き不透明な状況が続きました。 

このような状況のもと、当社グループは、中期経営計画の基本方針である「コア事業の基盤強

化」、「事業領域の拡大」、「技術開発力の強化」、「コスト削減」等の諸施策を実施してまいり

ました。 

当第３四半期連結累計期間の売上高は、269億29百万円（前年同四半期比6.9％増）となりました。

損益面につきましても、生産・施工面での改善・改革が進み、営業利益14億19百万円（前年同四半

期比128.6％増）、経常利益16億16百万円（前年同四半期比92.7％増）、四半期純利益10億2百万円

（前年同四半期比91.2％増）となり、前年同四半期比増益とすることが出来ました。 

 

 

セグメント別の概況は次のとおりであります。 

 

①基礎事業 

基礎事業については、厳しい受注環境が続いており、売上高は140億99百万円（前年同四半期比

2.2％減）となりましたが、セグメント利益は生産・施工面での改善効果により3億66百万円（前年

同四半期比188.2％増）と増益となりました。 

 

②コンクリート二次製品事業 

コンクリート二次製品事業のうち、ポール製品については通信向けを中心に堅調に推移しました。

一方、土木製品については、一部復興事業により親杭パネルが増加しましたが、ＰＣ－壁体等、そ

の他製品が着工遅れ等の影響を受け減少しました。これらの結果、コンクリート二次製品事業の売

上高は128億29百万円（前年同四半期比19.0％増）、セグメント利益は20億8百万円（前年同四半期

比43.7％増）となりました。 

 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比（以下「前期末比」といいま

す。）23億58百万円増の529億33百万円となりました。 

流動資産は前期末比21億59百万円増の226億67百万円、固定資産は前期末比1億99百万円増の302億

66百万円となりました。 

流動資産増加の主な要因は現金及び預金の増加によるものであり、固定資産増加の主な要因は投

資有価証券の増加及び長期貸付金の増加によるものであります。 

負債合計は、前期末比14億67百万円増の283億58百万円となりました。 

流動負債は前期末比13億56百万円増の190億55百万円、固定負債は前期末比1億11百万円増の93億2

百万円となりました。 
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流動負債増加の主な要因は電子記録債務の増加によるものであり、固定負債の増加の主な要因は、

社債及び長期借入金の増加によるものであります。 

純資産合計は、前期末比8億90百万円増の245億75百万円となりました。 

主な要因は、四半期純利益の計上によるものであります。 

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の46.0％から45.6％となりました。 

 

キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前期末比21億74百万円増の43億5百

万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、34億20百万円（前年同四半期は10億40百万円）となりました。 

これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上15億96百万円、減価償却費の計上8億69百万円及び

仕入債務の増加19億78百万円等の資金増加要因が、たな卸資産の増加9億11百万円及び未払金の減少

額7億57百万円等の資金減少要因を上回ったことによります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、7億58百万円（前年同四半期は3億円）となりました。 

これは主に有形固定資産の取得による支出が5億26百万円及び貸付による支出3億26百万円あった

ことによります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、4億87百万円（前年同四半期は6億79百万円）となりました。 

これは主に短期借入金の純減少額7億88百万円及び長期借入金の返済11億74百万円等の支出が、長

期借入による収入14億97百万円を上回ったことによります。 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年11月13日に発表いたしました業績予想

から変更はありません。 

 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しており

ます。 

なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,130,603 4,305,101

受取手形及び売掛金 11,394,370 11,032,582

商品及び製品 3,231,848 3,277,785

仕掛品 1,037,759 1,861,495

原材料及び貯蔵品 838,719 880,216

その他 1,914,033 1,361,658

貸倒引当金 △39,102 △51,269

流動資産合計 20,508,232 22,667,570

固定資産   

有形固定資産   

土地 13,411,350 13,424,882

その他（純額） 4,935,307 4,718,421

有形固定資産合計 18,346,657 18,143,304

無形固定資産 146,261 142,613

投資その他の資産   

投資有価証券 7,949,143 8,136,507

その他 3,705,542 3,949,366

貸倒引当金 △80,839 △105,497

投資その他の資産合計 11,573,846 11,980,376

固定資産合計 30,066,765 30,266,293

資産合計 50,574,998 52,933,864
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,593,049 6,603,863

電子記録債務 － 3,968,169

短期借入金 4,220,000 3,432,000

1年内返済予定の長期借入金 1,554,285 1,724,285

未払法人税等 71,078 565,823

引当金 431,705 377,453

その他 2,829,721 2,384,348

流動負債合計 17,699,841 19,055,945

固定負債   

社債 290,000 460,000

長期借入金 3,044,285 3,197,870

引当金 350,940 372,986

負ののれん 29,334 9,257

その他 5,475,767 5,261,999

固定負債合計 9,190,329 9,302,114

負債合計 26,890,170 28,358,060

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,658,569 3,658,569

資本剰余金 1,580,489 1,580,491

利益剰余金 12,348,655 13,180,345

自己株式 △682,163 △682,992

株主資本合計 16,905,551 17,736,414

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,381,137 1,438,349

土地再評価差額金 4,960,885 4,960,885

その他の包括利益累計額合計 6,342,023 6,399,234

少数株主持分 437,252 440,154

純資産合計 23,684,827 24,575,804

負債純資産合計 50,574,998 52,933,864
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 25,202,781 26,929,734

売上原価 21,891,342 22,753,049

売上総利益 3,311,439 4,176,684

販売費及び一般管理費 2,690,390 2,757,003

営業利益 621,048 1,419,681

営業外収益   

受取利息 38,302 22,072

受取配当金 69,474 71,040

負ののれん償却額 38,648 20,717

持分法による投資利益 65,790 94,402

受取賃貸料 142,484 141,314

その他 59,857 62,241

営業外収益合計 414,557 411,787

営業外費用   

支払利息 108,052 94,921

減価償却費 40,432 34,454

その他 48,063 85,528

営業外費用合計 196,548 214,905

経常利益 839,057 1,616,563

特別利益   

固定資産売却益 4,000 7,807

特別利益合計 4,000 7,807

特別損失   

固定資産売却損 － 0

固定資産除却損 2,064 21,209

投資有価証券評価損 27,799 6,284

ゴルフ会員権評価損 14,400 －

特別損失合計 44,264 27,493

税金等調整前四半期純利益 798,793 1,596,877

法人税、住民税及び事業税 41,471 597,442

法人税等調整額 216,213 △21,907

法人税等合計 257,685 575,534

少数株主損益調整前四半期純利益 541,107 1,021,342

少数株主利益 16,875 18,972

四半期純利益 524,232 1,002,370
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 541,107 1,021,342

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △240,434 55,293

土地再評価差額金 406,141 －

持分法適用会社に対する持分相当額 △12,767 1,917

その他の包括利益合計 152,939 57,211

四半期包括利益 694,047 1,078,553

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 677,172 1,059,581

少数株主に係る四半期包括利益 16,875 18,972
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 798,793 1,596,877

減価償却費 1,085,724 869,287

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,007 36,824

賞与引当金の増減額（△は減少） △127,306 △125,274

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,632 △2,237

工事損失引当金の増減額（△は減少） △9,060 73,260

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25,272 22,045

受取利息及び受取配当金 △107,776 △93,112

支払利息 108,052 94,921

持分法による投資損益（△は益） △65,790 △94,402

固定資産売却損益（△は益） △4,000 △7,807

固定資産除却損 2,064 21,209

売上債権の増減額（△は増加） △340,463 359,376

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,017,547 △911,170

仕入債務の増減額（△は減少） 1,186,504 1,978,982

債権流動化未収入金の増減額（△は増加） 26,797 149,539

前払年金費用の増減額（△は増加） △89,396 △50,991

未払金の増減額（△は減少） △14,455 △757,627

その他 △305,964 321,404

小計 1,145,808 3,481,106

利息及び配当金の受取額 125,782 99,444

利息の支払額 △90,366 △82,443

法人税等の支払額 △140,731 △77,305

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,040,491 3,420,802

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △160 △30,315

有形固定資産の取得による支出 △528,617 △526,481

有形固定資産の売却による収入 6,100 10,565

無形固定資産の取得による支出 △5,666 △27,642

貸付けによる支出 △1,320 △326,360

投資不動産の賃貸による収入 134,543 126,739

その他 94,329 14,797

投資活動によるキャッシュ・フロー △300,790 △758,697

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △100,000 △788,000

長期借入れによる収入 1,000,000 1,497,870

長期借入金の返済による支出 △1,254,285 △1,174,285

社債の発行による収入 － 392,404

社債の償還による支出 △130,000 △150,000

自己株式の取得による支出 △68 △608

配当金の支払額 △123,520 △170,481

リース債務の返済による支出 △69,713 △71,041

その他 △1,489 △23,464

財務活動によるキャッシュ・フロー △679,077 △487,607

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 60,623 2,174,498

現金及び現金同等物の期首残高 1,834,020 2,130,603

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,894,643 4,305,101
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第３四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日） 

該当事項はありません。 

 

 

(5)  セグメント情報等 

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円） 

報告セグメント 
 

基礎事業 
コンクリート
二次製品事業

計 

調整額 
(注１) 

四半期連結損益
計算書計上額
（注２） 

売上高  

  外部顧客への売上高 14,418,736 10,784,044 25,202,781 － 25,202,781

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

880 － 880 △880 －

計 14,419,617 10,784,044 25,203,662 △880 25,202,781

セグメント利益 127,253 1,398,137 1,525,390 △904,341 621,048

(注) １．セグメント利益の調整額△904,341千円には、セグメント間取引消去2,366千円、及び各報告セグメント

に配分していない全社費用△906,708千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰

属しない一般管理費であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円） 

報告セグメント 
 

基礎事業 
コンクリート
二次製品事業

計 

調整額 
(注１) 

四半期連結損益
計算書計上額
（注２） 

売上高  

  外部顧客への売上高 14,099,828 12,829,906 26,929,734 － 26,929,734

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

2,186 － 2,186 △2,186 －

計 14,102,014 12,829,906 26,931,920 △2,186 26,929,734

セグメント利益 366,783 2,008,890 2,375,673 △955,992 1,419,681

(注) １．セグメント利益の調整額は、全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般

管理費であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

 

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第３四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日） 

該当事項はありません。 
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